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１．はじめに 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、保健所が土日や深夜まで業務に従事しているにも関わら

ず、濃厚接触者の特定や入院調整に課題を抱える実態がメディア等で取り上げられた１-３)。それを契

機に保健所や保健師のことについて知った方も多いだろう。2003 年の SARS や 2007 年の麻疹、

2009 年の新型インフルエンザなど、保健所は感染症が流行するたびに対応を迫られ、感染拡大を防

ぐ役割を果たしてきた。しかし今回の新型コロナウイルス感染症では、冒頭に触れた報道にもあると

おり、従来の感染症対策とは比較が難しい程、対応に苦慮している実態があるように見受けられる。

このように保健所が対応に苦慮する事態となっている背景には、どのような要因や課題があるのだろ

うか。また、そもそも保健所とはどのような役割を担う組織なのだろうか。本稿では、以前、自治体

の行政保健師として住民の健康支援に従事していた筆者の経験も踏まえ、まずはコロナ禍における保

健所の役割について概説する。 

 

２．保健所とは 

保健所は、地域保健法において都道府県と政令指定都市、中核市、特別区に設置義務が明記されて

おり、人口規模を勘案して、地域の特性を考慮しながら、住民に公平なサービスを提供するために設

置されている（地域保健法第三章第五条、第四条第一項）。また、同法において保健所は、表１に示

す 14 項目に関する企画、調整、指導などの事業を実施することが明記されている（同法第三条第六

条）1。 

図１に示すとおり保健所の機能は対人保健サービスと対物保健サービスに分類されており、地域住

民の健康や衛生環境の保持に係る幅広い役割を担っている。保健所は地域住民の健康の保持・増進に

寄与する役割を担うための第一線となる総合的な保健衛生行政機関なのである。 

 
1 地域の保健衛生を担う組織としては、住民に対して健康相談や保健指導、健康診査などの地域保健の推進に関して必要な

事業を実施する義務が市町村にあることを明記した地域保健法第四条第十八項に基づき設置されている市町村保健センタ

ーがあり、住民に対し身近な対人保健サービスを提供している。 
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表１．地域保健法第三章第六条 

第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 

一  地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 

二  人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 

三  栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

四  住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 

五  医事及び薬事に関する事項 

六  保健師に関する事項 

七  公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

八  母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

九  歯科保健に関する事項 

十  精神保健に関する事項 

十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とす

る者の保健に関する事項 

十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 

十三 衛生上の試験及び検査に関する事項 

十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

出典：e-GOV 地域保健法 

 

図１．保健所の活動 

 

出典：保健所等概要−保健所の活動（平成 22 年版 厚生労働省白書） 
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また、保健所には、地域保健法施行令第五条一項により、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、

保健師、看護師など、保健所業務を行う上で必要な専門資格を有する者をおくこととされている。こ

のため、保健所では全ての業務において有資格者による専門的な相談や助言を受けることができるよ

うになっている。 

 

３．保健所の感染症対策 

保健所の感染症対策は、前掲表１に示すとおり地域保健法第六条の十二に「エイズ、結核、性病、

伝染病その他の疾病の予防に関する事項」と明示されている。ここでは「エイズ・性病」「結核」お

よびその他の「感染症」への対策として、平時において保健所がどのように関わっているか概説す

る。 

 

１）エイズ・性病対策 

全国の保健所や市町村の施設では、HIV 検査や性病検査を無料かつ匿名で実施４）しているほか、

保健師は受検者に対する聞き取り調査を実施し、感染疑い日の特定や潜伏期間を推計した上で、検査

を受けることができる時期や治療可能な医療機関などの情報を提供している 5－6）。また、受検者の性

行動の改善や必要な行動変容を促すなどの保健指導を実施し、センシティブな個人の内情に寄り添っ

たケアを実施している。 

さらに、感染症担当保健師と母子保健担当保健師は、連携しながら小・中学校、高等学校などの教

育機関や特別支援学校などに赴き、性感染症の予防策として命の授業や性病に関する教育を実施して

いる 7－10）。特に近年は梅毒患者が急増しているため４）、性感染症の各種症状や、感染経路、予防策

として避妊具の使い方まで保健指導を実施している。 

 

２）結核対策2 

保健所の感染症対策として「結核対策」は重要な位置を占める。2019 年の新登録結核患者数は

14,460 人であり、死亡数は 2,088 人、年次別・年齢階級別新登録結核患者数は 80～89 歳が全体の

28.1%を占め、最も多くなっている 11)。これに対し保健所は、結核の発生動向の把握や分析、積極的

疫学調査に至るまで、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感染症

法）」に基づく「結核に関する特定感染症予防指針」を定めて取り組んでいる。結核治療薬である抗

結核薬は中断せず内服し続けなければ、多剤耐性菌となり薬物治療の効果を失効させてしまう 12)。

高齢者やホームレスの場合では特に入院中断や内服中断が頻発するため、保健所保健師が直接服薬確

認をする DOTS 体制 14－15)がとられている。（参照：図２） 

 

 
2 平成十年法律第百十四号感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（1998）では、「結核に関する特定感

染症予防指針（平成 23 年厚生労働省告示第 161 号最終改正）」を定めており、医療提供体制の確保、DOT’S推進、BCG 接

種率や DOTS 実施率などの具体的目標を掲げて結核対策に取り組んでいる。 
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図２．DOTS 戦略推進体系図 

 

          出典：東京都 DOTSマニュアル（P11） 

 

３）感染症対策 

上記以外の感染症では、感染症法にて届け出義務を有する、指定感染症を含む第一類から第五類の

感染症や新型インフルエンザ感染症、その他の新感染症などへの対応も必要である。これらの患者が

発生した場合、保健所は医師からの届け出を受理し、本庁への連絡や NESID（National 

Epidemiological Surveillance of Infectious Disease：感染症サーベイランスシステム）への入力に

て情報共有する。保健所は、その後も感染症発生動向調査や、検体の採取、健康診断勧告・措置、就

業制限や入院勧告・措置、汚染場所の消毒などを実施する役割を担う 16）。 
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図３．感染症発生動向調査（サーベイランス）の概略 

 

        出典：東京都感染症マニュアル 2018（総論） 

 

４．まとめ 

保健所は、地域住民の健康の保持・増進に向けた責務を担いながら、上述の様な感染症対策（平常

時）を担う役割を有している。しかし、新型コロナウイルス感染症に対する保健所の業務は逼迫し、

患者対応に追いついていない実態がある。平常時の感染症対策の経験があるのにも関わらず、なぜ新

型コロナウイルス感染症に対しては対策に追われ業務が逼迫する状況が生まれているのだろうか。次

稿では、コロナ禍特有の保健所における感染症対策について概説する。 
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